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表紙：布マスク作り 冨田房枝さん
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地域福祉事業
（町受託事業）

◎協議体モデル地区（松村自治会）での活動支援
・松村協議体『ハッピーライフまつぼっくり』で地域の支え合いを視野
に、
「居場所づくりと助け合い活動」について検討（11 回）

◎協議体立ち上げ準備
・町政懇談会での説明
・地域支え合い研修、先進地視察等「大阪市」
「渋川市」
「新潟市（2 回）
」
・地区勉強会、地域活動へ参加「都住コミュニティ」
「中扇地区」など

◎高齢者の社会参加に関する仕組みづくり
・小学校家庭科授業への高齢者参加のコーディネート
・小布施町出かけて交流ポイント（おでこポイント）制度の創設

◎地域共生社会を目指した住民向け研修
・パラスポーツボッチャ体験会

『いきがい助け合いサミット in 大阪』

◎生活支援体制整備事業視察受け入れ

でハッピーライフまつぼっくりの取組

・
「中扇」
「横町」
「栗ガ丘」
「大島」
「北岡」
「押羽」
「六川」
「松村」
「中央」
「矢島」

みをまとめたポスターが全国第 5 位に
選ばれました！

■ 生きがい福祉バス運行サービス ■

■ 車両（シエンタ）貸出サービス ■

車椅子のまま乗車できる車両で、常時車椅子を使用

概ね 60 歳以上のボランティアが地域活動等への

している方の通院や買い物等の送迎を行う。
【利用者実人数 43 人（延利用回数 341 回）
】

参加者を送迎するための車両の貸出し。
【運転登録者 21 人（延利用回数 31 回）
】

■ ひとり暮らし高齢者交流会 ■
情報交換や仲間づくりのため、旅行や交流会等を開催。
・上越市立水族博物館（うみがたり）見学と海産物お買い物の旅【参加者 31 人】
・
「せんねん寄席」で笑いましょう！【参加者 47 人】
・民生児童委員のみなさんと交流「明日も元気になるためのエクササイズ」
【参加者 82 人】

■ 障がい者希望の旅 ■

■ いきいきサロン ■

参加者同士の仲間づくりや家族のリフレッシュ

概ね自立していて日中 1 人になる高齢者

のため、一泊旅行を開催。

の交流の場として毎週火曜日に開催。

・大相撲、江戸情緒満喫の旅【参加者 27 人】

に取り組んだ主な事業 を報告 します

◎お茶のみサロン（開催 10 ヶ所）

町社協 が 令和元年度

「地域で、みんなで」支え合う社会の実現を目指し、

一緒に活動しています。

生生活活支支援援ココーーデディィネネーータターー が 住 民の み な さ ん と

■ 生活支援体制整備事業 ■

【開催日数 44 日（延利用回数 531 回）
】

■ 結婚相談センターの開設 ■
毎週火、水、木曜日（午前 10 時～午後 3 時）に結婚相談やお見合いの調整を行う。
【延相談件数 196 件（登録人数 72 人）
】

介護保険
障がい者支援
事業

■ 通所介護事業所（町デイサービスセンター、デイサービスセンター花の里） ■
心身機能の維持や孤立感の解消のため、昼食・入浴の提供やレクリエーションを実施。
・町デイサービスセンター【利用者数（月平均）82 人】
・デイサービスセンター花の里【利用者数（月平均）88 人】

■ 居宅介護支援事業所（ケアマネジャー） ■

■ 訪問介護事業（ホームヘルパー） ■

適切な介護サービスを受けるためのケアプランの作成。

住み慣れた自宅で身体介護サービス（食事・入浴など）
や生活援助サービス（掃除・調理など）を提供。

【利用者数（月平均）119 人】

【利用者数（月平均）24 人】

■ 通所型サービス事業（桃源荘ミニデイサービス） ■

■ 福祉用具貸与事業所 ■

要支援及びチェックリスト該当の方を対象とした通所型サービスを実施。

電動ベッド等の福祉用具の貸出。
【利用者数（月平均）5 人】

【利用者数（月平均）30 人】
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福祉基金事業

■ 介護保険利用料の助成 ■

■ おむつ給付サービス ■

低所得者が受けた居宅サービス利用料（1 割）
の 50％を助成。
【対象者 49 人】

常時おむつを必要とする、要介護認定済者等
（住民税非課税の方）に、1 ヶ月 4,500 円分
のおむつ券を給付。
【対象者 24 人】

■ 在宅介護支援金の給付 ■
重度要介護高齢者、重度心身障がい者を在宅で 6 ヶ月以上介護されている方に給付。
【対象者 62 人】

■ ボランティア講座 ■

■ 福祉教育推進事業 ■

地域の活性化やボランティアの育成を図るため、

中学生を対象に、身体に障がいのある方の生活を考える授業を開催。

レクリエーションの知識や技術を学び、活動の幅
を広げるための講座を開催。

・
「パラスポーツへの理解」車いすバスケット体験【延参加者数 116 人】
・
「視覚障がいについて」
【延参加者数 206 人】

・音訳ボランティア養成講座【延参加者数 93 人】

■ 有償くらし安心サポート“福ちゃん” ■
■ 小布施の恋活 ■

安心や生きがいを持って暮らせるまちづくりを
進めるため、
「困ったときはお互いさま」の気持

日常生活の中で結婚につながる出会いの
少ない独身男女に対して、結婚に向けて
の出会いの場づくりを目的に婚活イベン

ちを基本とした支え合い活動の推進。

トを開催。

【登録利用会員 38 人（実利用人数 13 人）
】
【登録協力会員 49 人（実協力者人数 17 人）
】

【活動回数 336 回】

【参加者 32 人（カップリング 11 組）
】

災害
ボランティア
支援事業

こ の他にも小布施町
の福祉の向上のため
に様 々な事業に取組

台風 19 号災害

生活再建支援金
台風 19 号により被災さ
れた町民のみなさんの生

■ 災害ボランティアセンター ■

活を再建いただくため、
理事会、評議員会等の手

台風 19 号災害時に、被災地の一日も早い復旧、復興を目

続きを経て、小布施町へ

指して、災害ボランティアセンターを立ち上げ。

んでいます。

1 億円を拠出。

・災害ボランティアセンター開設日：10 月 16 日～28 日
【ボランティア活動者 641 人（延 671 人）
】

支出

決算額（円）

決算額（円）

3,136,000

人件費

194,457,135

246,293

事業費

46,596,378

経常経費補助金

21,692,948

事務費

8,052,337

受託金

16,286,149

助成金

107,252,899

692,105

負担金

会費
寄附金

事業・貸付事業・負担金
介護保険事業
障がい福祉サービス等事業

201,423,432
1,259,380

受取利息配当金

43,225

その他

756,777

国定資産受贈額
積立金取崩額

国庫補助金等取崩額

△289,999

固定資産処分
支払利息
支出合計

25,011,741
107,000,000

前期繰越額

13,679,884

収入合計

3,184,683

1,016,044

基金取崩額

114,100

減価償却費

次期繰越額

7
11,741
359,379,281

32,864,697

令和元年度 決算報告

収入

392,243,978

たくさんの方がマスク
を作っています。その

中間報告です
スタートしてから約 2 ヶ月経ち、180 人以上が

☆自宅で布マスクを手作り。
総数 160 枚以上！
☆自宅で古布を適度な大きさにカット。
「福祉の現場で活用できるように」と届いた「マスク」
「布」は社協を通じて町内福祉施設へ。

おでこポイントカードを手にしています。
活動が制限される中でも自分にできることを探
し、少しでも役に立てればと活動されている方
が大勢いらっしゃいます。

☆ある地区の老人会では、会員に「自宅でできること」の活動個人参
加表を配布。各自の活動報告に対してポイントを付与しています。
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第2回

手洗いチェック

介護のコツ

６つのポイント

感染症から自分の身を守るために今できること！
外出から帰った後・調理の前後・食事前など、こまめに手を洗いましょう。

指の間を洗う

3

手首も忘れずに洗う

親指と手のひらをねじるように洗う

4

6

5

せっけんと流水を使い、

2

1

指先・爪の間を念入りに洗う

手を洗うことが基本です！

手の甲をのばすようにこする

手のひらをこする

秒間

30

※
※
※

手を十分に流水でしめらせ、せっけんを泡立てます。
手洗い後は十分に水で流し清潔なタオルやペーパータオルで水分をしっかり拭き取りかわかします。
保湿も忘れずに行いましょう。

古布を集めています
デイサービスセンターや訪問介護で使用する
古布を募集します。
提供していただいた古布は、適度な大きさに
切り、介護現場で活用させていただきます。
募集する布
・
・綿 100％
※タオルは不可
・洗濯されていて、汚れのないもの
募集期間
・6 月 20 日～7 月 31 日まで
ご自宅でお切りいただいた布の提供
も大歓迎です。
大きさは 10 ㎝×15 ㎝が目安です。

しょうぶ寄贈のお礼
町デイサービスセンター、デイサービスセ
ンター花の里へご寄贈いただき、ありがと
うございました。
月岡

こんにちは！
生活支援コーディネーターです♪

小布施町
支え合いまちづくり
レポート Vol.11

「会えないけど、会える！」を体感しませんか？
シニアのためのオンライン講座計画中！
長い外出自粛。これまで当たり前だと思っていた人との
つながりが、当たり前ではないことに気づいたコロナ禍で
す。
「誰ともおしゃべりしないでいたら、言葉が出にくくな
った」
「顔を見ながら話がしたいなあ」そんな声をお聞きす
ることも。
そこで、今流行りのオンラインを使った“直接会えなく
ても、会える”を体感してもらう講座を、ただいま計画中。
スマホやタブレット、カメラ付きパソコンでトライしてみ
ませんか？
新しい生活様式がまだまだ続く中、
遠くに暮らすご家族・お友達とも
おしゃべりできる手段です。
講座開催をお楽しみに！！

茂 様（中扇） 関谷昌男 様（雁田）

実際のオンライン（zoom）
ミーティング、
楽しんでいます！【伊藤】

今年度は
生活支援コーディネーター
伊藤・馬場がレポートをお届けします

吉澤洋三 様（中子塚）

発行者 社会福祉法人小布施町社会福祉協議会（小布施町健康福祉センター内）
TEL 026-242-6665 FAX 026-242-6696 E-mail:o-shakyo@stvnet.home.ne.jp
ホームページ URL http://obuse-shakyo.org/
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